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〔場 所〕蓮田市役所３０４・３０５会議室 

取扱区分：公開 
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平成３１第３回 蓮田市農業委員会総会議事録 

 

 

蓮田市農業委員会（議長）萩原和夫は、平成３１年第３回蓮田市農業委員会総会を蓮田

市役所３０４・３０５会議室において開催するにあたり、各委員を招集する。 

 

１ 開催日時  平成３１年３月２５日（月） 午後２時００分 

 

２ 閉会日時  平成３１年３月２５日（月） 午後４時５５分 

 

３ 出席委員（１３人） ※番号は議席番号 

   １番 野口 勇     ２番 門井 隆       

   ４番 萩原 和夫    ５番 竹内 昭一     ６番 原田 順一 

   ７番  政広    ８番 杉﨑 國昭     ９番 髙橋 建一      

  １０番 寺田 進    １１番  竹内 幸男     １２番 岩﨑 久  

  １３番 篠﨑 明   １４番 齋藤 博司        

   

４ 欠席農業委員（１人）      

  ３番 齋藤 重信 

 

５ 出席推進委員（５人） ※（）内は担当地区 

  （平野）山口 実    （黒浜）澁谷 秀男 

  （黒浜）山本 寿一   （蓮田）常見 淳   （蓮田）山口 惠司 

 

６ 欠席推進委員（１人）    

  （平野）石井 正孝  

 

７ 議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

  第２ 議案第１号 農用地利用集積計画による利用権設定について 

     議案第２号 農用地利用配分計画案の作成に対する意見について 

     議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請の許可について 

     議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請の許可について 

     議案第５号 農用地区域からの除外について 

    議案第６号 生産緑地法第１０条の規定に基づいて買取り申出をする 

生産緑地に係る農業の主たる従事者等の確認について 

議案第７号 特定農地貸付けの承認について 
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     報 告 １ 農地法第３条の３第１項の規定による届出の受理について 

報 告 ２  農地法第５条第１項第６号の規定による届出の受理について 

報 告 ３  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報 告 ４  認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う事業計画書 

の受理について 

報 告 ５  農用地区域からの除外について（認定電気通信事業者の行う中継 

施設） 

 

８ 出席した農業委員会事務局職員（３人） 

    事務局長    柴田 賢次 

   事務局主査   増田 仁子  

   事務局主事   安西 拓也 

 

９ 傍聴人（０人） 

  なし 

 

１０ 会議の概要 

   

 開 会 

 

（事務局） 

ただいまから平成３１年第２回蓮田市農業委員会を開催したいと思います。開催に先立

ちまして萩原会長よりご挨拶頂きたいと思います。 

 

（会 長）―会長挨拶― 

 

（事務局） 

ありがとうございました。以降の進行につきましては、会議規則により萩原会長にお願い

いしたいと思います。 

  

（議 長） 

 それでは、着座にて進めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

本日の議事に入ります前に、平成３１年２月２５日に開催いたしました平成３１年第２

回農業委員会総会の会議録用の会議録案について皆様方に事前に送付をさせていただいて

います。委員の皆様方においては、確認していらっしゃることと思います。訂正箇所はあ

りますか。 

 

（委 員） 
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ありません 

 

（議 長） 

はい、ないようですので、私の署名に続き平成３０年第２回農業委員会総会の会議録に

ついて、●●●●さん、●●●●さんに署名をお願いしたいと思います。 

続きまして、本日の委員の出席状況につきまして報告をいたします。●●●●さんより欠

席の旨の報告がありましたので本日出席者は１３名でございます。総会に必要な定数に達

しておりますので本日の総会は成立をいたします。また推進委員は●●●●より欠席の旨

の連絡がありました。従いまして、推進委員の出席は５名となっております。本日の会議

の議事録の署名人の指名をいたします。６番●●●●、７番●●●●よろしくお願いを申

し上げます。 

それでは、ただいまから議事に入ります。本日の提出の議案は、事前に配布の資料の通

りでございます。農地法の法令の許可に関する議案は、議案第１号から議案第７号までと

なります。報告の案件は、報告１から報告５となります。 

それではただいまから順次議題といたします。２ページの議案第１号農用地利用集積計

画による利用権の設定について（貸借関係）でございます。議案第１号について事務局の

朗読をお願いいたします。 

 

（事務局） ― 議案第１号、議案書朗読 ― 

  

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは議案第１号の番号１について担当地区の委員

の方から説明をお願いいたします。 

 

（委 員） 

 えー、こちらの方につきましては、利用権設定の方の新たな新規参入ですね、●●●●

さん新たに新規参入しております。納税猶予の期限が来たための、新たな利用権設定の方

にさせていただいたものです。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは事務局の方で何かございましたら、よろしく

お願いいたします。 

 

（事務局） 

 議案第１号について補足説明をいたします。今回の利用権に関しては全て中間管理機構

を通すものの内容となっております。期間ですが、以前閏戸地区で公社の方と利用権設定

している期間に合わせた形で１０年未満とはなっておりますが、皆さん同じようにその地

域全体で終わる、というような内容になっております。以上です。 
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（議 長） 

はい、ありがとうございました。ただいまの説明について、ご意見ご質問等ございます

か。 

質問がないようですので、採決をいたします。議案第１号の番号１について承認するこ

とに賛成の方、挙手をお願いいたします。はい、全員の方賛成でございます。よって、議

案第１号の番号１については承認することにいたします。 

続きまして、３ページの議案第２号農用地利用配分計画案の作成に対する意見について

でございます。議案第２号について、事務局の朗読をお願いいたします。 

 

（事務局） ― 議案第２号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第２号について担当委員の方から説明をお願いい

たします。 

 

（委 員） 

 これにつきましては、今までは●●●●さんの方がちょっとできないということで解約、

それに伴う賃借人等の変更となります。また、先ほども言いました納税猶予の期限が切れ

ることによる新たな借り入れの筆となっております。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。事務局の方で補足説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 議案第２号について補足説明をいたします。今回配分計画の方は、再配分ということで

表を見ていただくとわかると思いますが、現在左の土地について中間管理機構の方から賃

借権の設定を受けている者、この方たちが現在この土地に関しては耕作をされています。

この方たちが今回１８条ということで合意解約されまして、新たに今度は賃借権の設定を

受けるということで再配分がでております。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第２号についてはただいま担当委員さん、また事

務局の補足説明の通りでございます。ただいまの説明の内容について、ご意見ご質問等ご

ざいますでしょうか。  

 

 異議なし。 

（議 長） 
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はい、質問がないようでございますので採決と致します。議案第２号について、承認を

することに賛成の方、挙手を願います。 

 

全員賛成 

 

（議 長） 

はい、全員の方賛成でございます。よって、議案第２号については承認をいたします。次

に、９ページの議案第３号、農地法第４条第１項の規定による許可申請の許可についてで

ございます。事務局より朗読をよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） ― 議案第３号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございます。議案３号の番号１について事務局の方から 

 

（事務局） 

 議案番号第３号の番号１の根金の件なんですけども、先日なんですが、取り下げ申し出

がありました。今回の総会では審議しないということになります。理由といたしましては

是正指導の対応が間に合わないということが、理由のようでございます。４月以降ですね、

立て直して許可申請をすることであります。以上です。 

  

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは議案第３号の２番について担当地区委員の方

から説明をお願い申し上げます。 

 

（委 員） 

 はい、それではですね２番の説明させていただきます。まず、場所なんですけど旧１２

２号線の関山の交差点から下っていただきまして、●●●●が左側にあり、それを超えま

すと●●●●、●●●●ですか、のところを進行方向左に曲がります。まっすぐ行きます

と、見沼用水にあたりますが、見沼用水があたる手前の左側の農地になります。見させて

いただきまして、事前着工等今はない状態となります。貸出し相手なんですけれど、近く

でやっております●●●●というところになります。今現在●●●●は関山交差点の●●

●●の斜め反対側で今現在運営をしております。以上です。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局の方で補足がありましたらよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 
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番号２について、補足をいたします。場所についてですが、大字閏戸地内、見沼代用水

にかかる高砂橋の北側が今回の申請地でございます。転用筆数は●●、面積は●●●●で

ございます。また、農振法上の位置づけですが、農振農用地区域外の農地でございます。 

農地区分でございますが、こちらの農地は、第１種農地、第３種農地のいずれにも該当せ

ず、小集団の生産性の低い農地ですので第２種農地になります。申請内容については、駐

車場を整備し、法人に賃貸する貸駐車場の申請でございます。申請者は現在●●とご高齢

で土地の管理ができず困っていたところ、当該地近隣で中古車販売業を行う法人から駐車

場として貸してほしいとの相談があり、今回の申請に及びました。申請者は一昨年、平成

２９年１２月に貸駐車場で農地転用４条の許可を受けており、そちらについては、平成３

０年４月に工事完了届を受理しておりまして、転用の確実性、信用性は見込めるものと思

われます。 

 今回駐車場を借りる法人についてですが、●●●●という中古車販売会社でございます。

千葉県に●●●●を構え、現在は蓮田市関山の交差点、●●●●のある交差点の角地を借

りて営業しております。現在の店舗敷地では商品の車や契約後納車引き渡しまで預かって

いる車が混在しており大変手狭ということで、転用許可後は、現在の敷地に売り出してい

る商品の車を置き、申請地には契約後の納車引き渡しまで預かる車を置くための駐車場に

利用するとのことです。 

資金計画については、全額、自己資金で対応するとのことです。 

汚水・雑排水については、当該計画に発生しません。雨水については、敷地内浸透処理

でございます。 

開発の申請については、許可不要案件でございます。現地については、違反や事前着工

はありませんでした。以上補足説明といたしまして、皆様のご審議の程、よろしくお願い

いたします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。ただいま議案第３号の２番につきましては担当委員さ

ん、事務局の説明の通りでございます。ご意見ご質問等ございますか。 

 

ありません。 

 

（議 長） 

はい、質問が内容でございますので、採決をいたします。議案第３号の２番について承

認することに賛成の方、挙手をお願いします。 

 

全員賛成 

 

 

（議 長） 
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はい、全員の方賛成でございます。よって議案第３号の２番について承認することにい

たします。 

続きまして、議案第３号の番号３につきまして担当委員さんのほうから説明の方よろし

くお願いいたします。 

 

（委 員） 

議案第３号の３についてご説明いたします。所在地ですけど、蓮田駅から東埼玉病院の

バス路線、蓮田から杉戸線ですけど元荒川の橋を渡りまして、約７００メートルぐらい行

きますと火の見下というバス停がございます。その十字路を細い道の方を右に入りまして、

８００メートルぐらい行きますと、長崎の左側に黒浜上沼があるんですけど、長崎の第一

自治会館が右手にございます。そこの変則的な十字路を直進で７０メートルぐらい行った

ところの左側が●●●●さんの敷地でございます。道路は南側なんですけど、南側の入口

の場所が●●●●の申請地であり、その農地で、物置が入口東側と西側に２棟たっており

ます。住宅敷地（追認）の土地でございます。補足説明の３の３をご覧いただきたいと思

います。申請理由については本人からお聞きしたんですけれど、昭和４５年８月２５日の

都市計画法の線引き以前および昭和４８年農振法告示以前から農地以外に使用していたも

のと思われ、地目変更登記を行うための是正措置として、農地転用許可の追認を申し行う

ものであるということ、伺ってまいりました。それとですね、図面がこの裏にありますけ

ど裏にある図面と畑の●●●●とありますね、これがないんですよね、公図には。●●●

●じゃないかと思うんですけど。 

 

（事務局） 

 資料の方が誤りでございます。ただいまご指摘ありました●●●●は現在公道の宅地で

す。今回の申請地の●●●●については●●●●の隣、西側、左側ですね、ちょっと見に

くいですが、こちらが●●●●ですね。公図上、こちらが切れてまして●●●●に隣接す

るように、１筆短い土地があります。こちらが●●●●ですね。修正お願いいたします。 

 

（委員） 

 ありがとうございました。それではこの申請の件につきまして、議案５の４と関連があ

りますので、追認申請をしたということを聞きました。以上です。 

  

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。事務局の方で、何かありますか。 

 

（事務局） 

番号３について補足いたします。ただいま、●●●●さんから資料の訂正のお話しがあり

ましたけれども、議案第３号の番号３公図の写しをご覧ください。こちら●●●●にライ

ンがあるんですけれども、こちらを削除していただいて、●●●●については公図上●●
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●●のすぐ左側に小さく「ロ」っていう記載があるんですけれども、この部分が●●●●

になります。●●●●と一帯として使われている土地ですね。こちらに訂正をお願いいた

します。それでは内容の方について補足をいたします。場所についてはただいま竹内委員

さんからお話がありました通りでございます。転用筆数は●で、面積は●●●●でござい

ます。農振法上の位置付けでございますが、農振農用地区域内の農地でございますが、告

示前証明が出ておりまして農振農用地からは外れております。 

農地区分でございますが、こちらの農地も、１種２種３種のいずれにも該当しない、小集

団の生産性の低い農地ですので第２種農地でございます。申請内容については、本案件が

昭和４５年８月２５日の線引き以前から農地以外の利用をしていたと思われる追認案件で

ございます。追認に至った経緯といたしましては、親族の方が除外申出をする際に、土地

所有者である●●●●様の所有権を調査したところ、一部このような宅地の地目が畑とし

て残っていることが見つかりまして、その是正措置として今回の申請におよびました。昭

和４１年の航空写真、また税務課より発行されます固定資産農家証明書より昭和４５年以

前から当該地に建築物があったことを確認しております。資金計画については追認案件で

ございますので、かかる費用はございません。汚水・雑排水についても、当該計画には発

生いたしません。開発の申請については不要案件でございます。現地については既存の住

宅敷地の一部としての利用を確認済みでございます。以上を補足説明といたしまして、皆

様のご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

（議 長） 

はい、ありがとうございました。ただいま議案第３号の３番につきましては担当地区委員

さん、事務局の説明の通りでございます。何かご質問ご意見等ございますか。 

  

なし 

 

（議 長） 

 はい、質問が内容でございますので採決をいたします。議案第３号の３番について承認

することに賛成の方、挙手をお願い申し上げます。はい、全員の方賛成でございます。よ

って議案第３号の３については、承認をすることにいたします。 

 次に１０ページ、議案第４号農地法第５条第１項の規定による許可申請の許可について

でございます。議案第４号について事務局の方で朗読の方お願いいたします。 

 

（事務局） ― 議案第４号、議案書朗読 ― 

 

（議長） 

それでは、議案第４号の番号１につきまして、●●●●さんは申し訳ないですが退席い

ただきます。担当地区委員さんよろしくお願いいたします。 
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（委 員） 

議案第４号１番について説明したいと思います。場所はですね、１２２号バイパス閏戸

交差点を久喜菖蒲インターの方に直進していただきまして、閏戸交差点から約７００ｍぐ

らい行きますと、手押しの信号があるんですけれども、その右側がセイコーアドバンスに

なります。それから反対側線になります上り車線なんですけども、そこの信号から約４０

ｍくらい行きますと、現在黒く塗られている場所に行きます。現在、柿畑になってるんで

すけども、去年の１１月頃測量してありまして、雑木が２、３本あるのをちょっと切って、

片づけてあるような気がいたしました。●●●●さんのほうで、携帯電話の基地局という

ことで、電波の谷間っていうんですか、不都合な家が結構あるらしくてぜひ建ててその辺

の通話の回線をスムースにしたいと、こんなようなお話を聞きました。柿なんですけども、

昔は全部市場に出荷してたらしいけど、だんだん渋が抜けなくなっちゃって売り物になら

ないと、いうことで現在はほとんど作付け放棄ですか、ジャングルになっちゃってました。

草刈りだけは１年間に２回くらいやってるらしいんですけども、売れない柿を手入れして

もしょうがないからということを●●●●がおっしゃってました。それでですね、柿の木

が約４０年くらい前に植えたって言うんですけれども、全部資材置場と工事用車両ですか、

それの使用にこの全部の畑を使いたいということなんですね。工事の完了後は元の畑に戻

しまして、柿だとまた売り物にならないから何か違うものなど考えているようなお話をし

ていました。以上でございます。何かありましたら、お願いします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。事務局の方で、細くありましたらお願いいたします。 

 

（事務局） 

 議案第４号番号１について、補足をいたします。場所についてはただいま●●●●さん

からお話がありました通りでございます。転用筆数は●●、面積は●●●のうち●●●で

ございます。農振法上の位置づけですがこちらは農振農用地区域外の土地でございます。

いわゆる白地でございます。土地区分でございますが、こちらの農地も、第１種農地、第

３種農地のいずれにも該当しない、小集団の生産性の低い農地ですので第２種農地でござ

います。申請内容については携帯電話基地局の新設に伴う資材置き場の一時転用でござい

ます。申請者は●●●●を構え、主に●●●●を行う法人でございます。携帯電話基地局

の新設については許可不要案件でございまして●●●●で事業計画書が提出されておりま

す。こちらについては、後に出てきます報告４で報告いたします。●●●●が基地局を新

設するにあたり、残土や重機が入りますので鉄板を敷いて一時的な利用をするという計画

でございます。また、添付資料として復元手順書も提出をいただいておりまして、転用期

間については平成３１年５月１日から平成３２年４月３０日となっております。この期間

内に一時転用をすべて終了し農地に復元する内容となっております。資金計画については

所有者によるものでございます。汚水・雑排水については仮設トイレを設置し、雨水につ
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いては敷地内浸透処理でございます。携帯電話基地局の新設については、建築物にあたら

ないため開発許可は不要でございます。現地について事前着工等違反はありませんでした。

以上補足説明といたしまして、皆様ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第４号の番号１について、ただいま担当地区委員

さん、また事務局の補足説明の通りでございます。ただいまの説明につきまして、ご意見

ご質問ございますか。 

 

（委 員） 

 これは、どこに何基くらい作るって別に聞いてないんですね。この場所を借りて作るん

でしょうけど、資材置き場ですから。どこかに作るんでしょうけど。どこか場所はあるん

ですか。 

 

（事務局） 

 基地局が設置される場所ですよね。基地局が設置されるのは、この申請地の今回図面で

黒く塗られている部分です。 

 

（委 員） 

そこへ作るんですか。 

 

（事務局） 

 そうです。敷地内の一部に基地局ができます。 

 

（委 員） 

 資材置きだけじゃないんですね。 

 

（事務局） 

 この後、報告の４にあるんですけれども、２３ページをお開きください。報告４こちら

の番号１大字根金字二本木こちらの同じ地番ですね、●●●●の一部に基地局が実際にで

きる。 

 

（委 員） 

 わかりました。 

 

（議 長） 

 よろしいですか。それでは質問がないようでございますので、裁決をいたします。議案

第４号の番号１について承認をすることに賛成の方、挙手をお願い申し上げます。はい全
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員の方賛成でございます。よって、議案第４号の番号１については、承認をいたします。 

 それでは次、議案第４号の番号２について担当地区委員のほうから説明をお願いをいた

します。 

 

（委 員） 

 番号２、ご報告いたします。まず現地ですが、参考資料を見ていただきますと、蓮田杉

戸線をさいたま市のほうへ向かって行きますと、病院があってガソリンスタンドが右にあ

って、その先セブンイレブンその信号を左に曲がっていただいてお寺のほうへ江ヶ崎の保

福寺へ入る１００ｍくらい手前を右に上がっていくとまた突きあたります。現地で、●●

●●さんはお会いできなかったのですが、その●●●●に会ってお話ししたところ、●●

●●ですね。●が●●だか●●になるんで、結婚を考えている。家が古いんで、●●●●

が住んでる家だとあまりにも古いんで、近くへ●●●●がいいって言うから、そこへ建て

たいと言うことで、そういうような理由でここに建てることにしたみたいなんです。それ

について、事前着工とその他、別に畑になっておりますので、畑って言っても植木だから、

ナスとかきゅうり作る畑じゃなく、ほとんど植木みたいな木が植わってます。まだ私が見

たところ、あまり問題はないと思いますが、事務局のほうで補足説明がありましたら、よ

ろしくお願いします。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。事務局のほうで何か補足説明ありますか。 

 

 

（事務局） 

 議案第４号番号２について、補足説明いたします。場所については、ただいま●●●●

からお話がありました通りでございます。転用筆数は●●、面積は●●●●でございます。

また、農振法上の位置づけですが、農振農用地内の農地でございますが除外手続きにより

まして●●●●、●●●●同意をいただいておりまして、●●●●で告示もされておりま

す。農地区分でございますが、こちらの農地は第１種農地、第３種農地のいずれにも該当

しない、小集団の生産性の低い農地ですので第２種農地でございます。申請内容について

申請人は現在実家で●●、●●、●●と同居しておりまして、今後結婚を予定しており家

が手狭で、将来のことを考えまして、今回の住宅敷地の申請に至っております。申請者二

人のご関係ですが、●●●●の●●●が●●●●でございます。資金計画については自己

資金と金融機関からの融資で対応するものでございます。申請人●●●●とその●●でご

ざいます●●●●の●●で住宅ローンの審査は通っております。自己資金のほうについて

も預貯金残高証明書を提出いただいております。汚水・雑排水ついては合併浄化槽を設置

しまして、全面道路側溝に放流するものとします。雨水につきましては、敷地内浸透処理

でございます。開発の申請でございますが、今月２２日に開発許可済みにあると合議をい

ただいております。現地についての事前着工等の違反はありませんでした。以上を補足説
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明といたしまして、皆様ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。議案第４号の番号２については、ただいま担当委員さん、ま

た事務局の補足説明のとおりでございます。ただいまの説明の内容につきまして、ご意見

ご質問等ございますか。 

 

異議なし。 

 

（議 長） 

 質問がないようでございますので採決といたします。議案第４号の番号２について承認

することに賛成の方、挙手をお願い申し上げます。 

 

全員賛成 

 

（議 長） 

はい、全員の方賛成でございます。よって議案第４号の番号２についての承認をいたし

ます。 

 続きまして、議案第４号の番号３について担当地区委員の方から説明をお願い申し上げ

ます。 

 

（委 員） 

 説明いたします。お手元の付属資料のですね、議案第４号の③現地案内図をご覧いただ

きたいと思います。土地の所在●●●ですが、県道蓮田杉戸線から元荒川ににかかります

川島橋から近い川沿い一面にございまして、東北道、新サービスエリアが近くにございま

す。この案件ですが、新蓮田サービスエリア内のですね、商業施設で食べ物を販売する企

業の従業員の駐車場を確保し整理するために一時転用するものでございます。この農地は

図で示します、図面上黒く塗ってある場所です。●●●、●●●、●●●、●●●、●●

●、●●●、●●●、●●●、この●●については既にサービスエリア工事のための工事

場所や駐車場ということで、一時転用されております。先日、土地所有者の●●●●にお

会いして伺いました。賃貸借の期間ですが、今年の４月から３年間の予定とのことでござ

いました。それで、賃貸借の期間が満了してからは原状回復して返還する内容で契約であ

るとのことでございます。この土地はこれまで水田として利用しておりまして、現在のと

ころ事前着工等はありません。参考までということで、申し上げますが、申請者の●●●

●、この会社は高速道路のサービスエリアとかパーキングエリア内の商業施設を管理運営

します●●●●でございまして、この●●●●は●●●●が●●●●でございます。した

がいまして、申請者はおおもとの●●●●になりまして、ハンバーガーとかサンドイッチ、

和食などを販売する店舗を営業するものと思われます。不足事項等ありましたら、事務局
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にお願いいたします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。それでは事務局で補足説明お願いいたします。 

 

（事務局） 

 番号３について、補足をいたします。場所についてですが、大字川島地内、川島橋の南

側が今回の申請地でございます。転用筆数は●●、面積は●●●●でございます。また、

農振法上の位置づけですが、農振農用地区域外の農地でございます。農地区分でございま

すが、こちらの農地は、１０ヘクタール以上の農地の広がりがあるため第１種農地になり

ます。第１種農地は原則不許可処分となりますが、農地法施行令第４条第１項第１号イに

より、一時的利用の要件に該当するため不許可の例外が見込める案件でございます。 

申請内容についてですが、申請人は●●●●の●●●●で主にサービスエリア内の従業

員の職場環境に関わる業務を行う法人でございます。新蓮田サービスエリアのオープン予

定に際し、テナントの工事業者が利用する駐車場敷地及びオープン後にテナント従業員が

利用する臨時駐車場敷地を確保する一時転用でございます。 

 駐車場台数は約●●●●を確保する計画でございます。期間については、３年間、平成

３１年４月１日から平成３４年３月３１日までに農地の状態へ現況復旧を行うものでござ

います。●●●●を超える駐車場の申請ではございますが、場内は土木安定シートを敷い

た上に砕石を敷くものでございまして、みどり環境課に確認したところ、土砂条例の届出

は不要案件ということです。資金計画については、全額、自己資金で対応するとのことで

す。汚水・雑排水については、当該計画に発生しません。雨水については、敷地内浸透処

理でございます。開発の申請については、許可不要案件でございます。現地については、

違反や事前着工はありませんでした。以上補足説明といたしまして、皆様のご審議の程、

よろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。議案第４号の番号３ついては、ただいま担当地区委員の説明、

また事務局の補足説明の通りでございます。ただいまの説明の内容につきまして、ご意見

ご質問等ございますか。 

 

異議なし 

 

 はい、質問がないようでございますので、採決といたします。議案第４号の番号３につ

いて承認することに賛成の方、挙手をお願いいたします。 

 

全員賛成 
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はい、ありがとうございました。全員の方賛成でございます。よって議案第４号の番号３

についても承認をいたします。 

 次に議案第４号の番号４番につきまして、担当地区委員の方から説明をお願いいたしま

す。 

 

(委 員) 

 本来は●●●●さんが担当の場所ですが、今日は欠席ということで私が説明します。場

所ですが、平野地区平野小学校前の県道蓮田行田線これを高虫方面約２キロ進みますと、

高虫の信号があります。その信号を菖蒲方面、右方向に曲がっていただきまして５００メ

ートルほど行きますと●●●●宅がございます。反対には渡辺モータースっていう感じで

ございます。●●●●のお宅はこの説明によりますと、建物が古くなったので新しくした

いということで、新築を考えているようでございます。今朝ほど、私も現地を見てきまし

たが違反等もございませんでした。説明、補足がありましたらよろしくお願いいたします。

以上です。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。それでは事務局で補足説明お願いいたします。 

 

 (事務局) 

 番号４について、補足をいたします。場所についてですが、大字高虫地内、高虫の交

差点の北東側が今回の申請地でございます。転用筆数は●●、面積は●●●でございます。

農地以外の土地を含め開発面積は●●●●でございます。また、農振法上の位置付けです

が、農振農用地区域内の農地ですが、その除外手続きによりまして、●●●●で認可され

ております。除外の内容については、平成６年に申請者の●●に当たる●●●●が既存宅

地の敷地拡張で申出があり認可されておりますが、農地転用のみ手続きが行われず、宅地

利用をしており、いわゆる違反状態でありました。しかしながら、除外の方については、

●●でもありますので、計画の継承というかたちで編入等の指導は行わず、あくまで除外

は済んでいるものとして扱っております。 

農地区分でございますが、こちらの農地は、第１種農地、第３種農地のいずれにも該当

せず、小集団の生産性の低い農地ですので第２種農地になります。申請内容についてです

が、申請人は現在、●●●●しておりまして、結婚し家が手狭で将来のことを考え、今回

の住宅建築の申請が上がっております。申請者お２人のご関係については、●●でござい

ます。資金計画については、自己資金と●●からの融資で対応するものです。●●●●の

預貯金残高証明書と融資承諾書を確認済みです。汚水・雑排水については、農業集落排水

に接続し、雨水は敷地内浸透処理でございます。開発の申請については、今月２２日、開

発許可見込ありと合議を頂いております。現地についてですが、先ほどもご説明いたしま

したとおり、農地法の許可手続きを行わず宅地利用をしている違反状態でありましたが、

先日２２日には全て土の状態に戻り違反は解消されていることを確認しており、事前着工
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等はありませんでした。以上補足説明といたしまして、皆様のご審議の程、よろしくお願

いいたします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。議案第４号の４番については、ただいま担当地区委員さん、

また事務局の補足説明の通りでございます。ただいまの説明の内容について、ご意見ご質

問等ございますか。 

 

 異議なし。 

 

 質問がないようでございますので採決をいたします。議案第４号の番号４について、承

認することに賛成の方、挙手をお願いいたします。はい、全員の方賛成でございます。よ

って議案第４号の番号４については、承認をすることにいたします。 

 続きまして、議案第４号の番号５について、担当地区委員の方から説明をお願いいたし

ます。 

 

（委 員） 

 議案第４号の番号５について、説明させていただきます。場所になりますが、１２２号

線バイパスこれを関山のほうから下っていただきます。そうしますと、新幹線ガード下に

通りまして、もう少し行きますと右側に●●●●がございます。●●●●の信号を進行方

向右側に曲がっていただきまして、そこをまっすぐ行きますとＴ字路にあたります。Ｔ字

路を左曲がりますとこの対象の●●●にあたりまして、場所は●●●●ですか、になりま

す。現地の案内図を見ていただきますとわかりますように、今現在ですねそこに●●●が

できておりまして、●●●●が少ないということでの対処となります。場所は●●●●こ

ちらのほうが隣りあわせの敷地となります。●●●●の方を、また隣の●●●●こちらを

駐車場にしたいってことであります。●●●●の方ですね、今現在栗等が植えてありまし

て栗の木の周辺は●●の農園ということでの利用の予定となっております。ちょうど公図

の写しを見るとわかりますように、山林が隣接しておりまして、そこから出ております根

っこの抜根作業はしてありますけど、事前着工はありません。また、補足がありましたら

よろしくお願いいたします。 

 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。それでは、事務局の方、補足説明お願いいたします。 

 

（事務局） 

 番号５及び番号６については関連がありますので、併せて補足をいたします。場所に

ついてですが、大字閏戸地内、●●●●の西側が今回の申請地でございます。番号５及
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び番号６併せて転用筆数は●●、面積は●●●●でございます。また、農振法上の位置

づけですが、農振農用地区域外の農地でございます。農地区分でございますが、こちら

の農地は、第１種農地、第３種農地のいずれにも該当せず、小集団の生産性の低い農地

ですので第２種農地になります。申請内容については、申請人は●●●●であり、当該

地隣接地の●●●●を経営しております。現在、●●の●●●●ほどで、●●に対し●

●が非常に手狭である状況であり、既存の●●●●とし、不足する●●●●するため今

回の申請に及んでおります。筆を分けて申請している理由については、番号５の筆は所

有権移転を伴う売買をするものに対し、番号６の筆は賃借権を設定するものであるため

でございます。駐車場台数については、既存が●●台に対し、許可後は●●台分の敷地

を確保するものでございます。資金計画については、全額、自己資金で対応するとのこ

とです。 

汚水・雑排水については、当該計画に発生しません。雨水については、敷地内浸透処理

でございます。開発の申請については、許可不要案件でございます。現地については、

違反や事前着工はありませんでした。今回駐車場に砂利等の埋め立てをするに当たり、

みどり環境課所管の土砂条例の届出が必要になります。既に届出は提出済みですが、現

在内容補正中であり、今後受理書が交付される予定でございます。農地法施工規則第４

７条第１項第２号に「申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処

分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかつたこと又はこれらの処分が

される見込みがないこと。」この場合においては、転用の確実性に欠けるため許可を出

すことは出来ませんが、今回は届出でありますので、本日の総会で許可相当とのご判断

を頂けましたら、土砂条例の受理書が交付された日を以て許可日とし、許可書の交付を

予定しております。事務局としては、今後このようなケースが増えることを想定してお

ります。土砂条例の受理書の交付が補正期間内に間に合わなかった場合、受理書の交付

を以て許可日とする指導を取りたいと考えております。以上補足説明といたしまして、

皆様のご審議の程、よろしくお願いいたします。 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第４号の番号５について担当地区委員さん、事務

局の補足の通りでございます。ただいまの内容につきまして、ご意見ご質問等ございます

か。 

 

（委 員） 

 今、事務局の方から説明あったんですけど、所有権と賃借権の説明があったんですけれ

ど、これはどちらの方の関係で賃借権になったのか、譲渡人だか譲受人の関係で、どちら

かだか教えてほしい。 

 

（事務局） 

 代理人の資料によりますと、●●●●の方で簡単に言ってしまえば、お金が、資金面の

方で、そちらのほうは購入はせずにこちらの方だけ賃借権で最初は設定するということで、
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将来的にもし買うことがあっても、今は賃借権でというお話を伺いました。 

 

（委 員） 

 わかりました。ありがとうございました。 

 

（議 長） 

 ほかに何かありますか。よろしいですか。それでは採決をいたします。議案第４号の番

号５につきまして承認することに賛成の方、挙手をお願い申し上げます。 

 

全員賛成 

 

はい、全員の方賛成でございます。議案第４号の番号５につきましては承認をいたします。 

 つづきまして、議案第４号の番号６につきまして審議をさせていただきます。ただいま、

さきほど事務局の方から説明があった通りでございます。議案第４号の番号６につきまし

て、ご意見ご質問等ございますか。 

 

 異議なし 

 

 異議なしのお言葉をいただきましたので、採決をいたします。議案第４号の番号６につ

きまして承認することに賛成の方挙手をお願いいたします。 

 

全員賛成 

 

はい、全員の方賛成でございます。よって議案第４号の番号６につきましても承認をいた

します。 

 

暫時休憩 

 

（議 長） 

 それでは議案第４号の番号７について、担当委員の方から説明をお願いいたします。 

 

（委 員） 

 場所はですね、１２２号上閏戸の交差点を右折、旧１２２号線の貝塚の信号があります。

それを右折、白岡方面に曲がりまして４００ｍくらい行きますと貝塚の梨の選果場ですけ

ど、そこをまた右折です。また４００ｍくらい行きますと●●●●があります。場所はそ

の●●●●になりますので、よろしくお願いします。●●●●ですね、これは●●●●に

なりまして、今は西新宿にあるアパートに住んでいるんですけど●●●●が大きくなった

ということで、●●の土地に家を建てて引っ越したいということなんで、よろしくお願い



19 

 

します。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。事務局の方で補足がありましたらお願いします。 

 

（事務局） 

 番号７について補足をいたします。場所についてはただ今、●●●●からお話がありま

したとおりであります。転用地は●●で面積は●●●●でございます。また、農振法上の

位置づけですが、農振農用地区域内の農地でございますが、その除外手続きによりまして

●●●●の同意がされておりまして、その後、●●●●で告示もされております。農地区

分でございますが、こちらの農地は１０ｈａ以上の農地の広がりがあるため、第１種農地

であります。第１種農地については原則不許可処分となりますが、農地法施行規則第３３

条第１項第４号により、集落接続の要件に該当するため、不許可の例外が当てはまる案件

であります。申請内容については、申請人は現在、西新宿でアパート住まいをしておりま

して、子供の成長に伴いアパートが手狭であることから、今回の許可申請があがっており

ます。申請者２人のご関係については●●でございます。資金計画については全額金融機

関からの融資で対応するものでございます。住宅ローンの審査も通っております。汚水雑

排水については合併浄化槽を設置しまして、全面雑排水管に落とすものでございます。雨

水については敷地内浸透処理でございます。開発の申請については今月２２日に開発許可

日になると建築指導課から回答を得ております。現地についても事前着工等の違反はあり

ませんでした。以上補足説明といたしまして、皆様ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。議案第４号番号７については、ただいま担当地区委員さんの

説明、また事務局からの説明の通りでございます。ただいまの内容につきまして、ご意見

ご質問等ございますか。 

 

 異議なし。 

 

（議 長） 

 質問が無いようでございますので採決をいたします。議案第４号の番号７につきまして

承認することに賛成の方、挙手をお願い申し上げます。 

 

全員賛成 

 

はい、全員の方賛成でございます。議案第４号の番号７につきましては承認をいたします。 

 次に、議案第４号の番号８と、９についても関連がございますので担当地区委員の方か
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らご説明をお願いします。 

 

（委 員） 

 場所でございますが、蓮田駅東口から黒浜方面へ向かいます蓮田駅東口黒浜線そこを通

りまして東北自動車道をくぐりまして坂を上がりますと左側にセブンイレブン、右側にス

ーパーマルヤがあります。そこに藤ノ木坂という主要交差点がありまして、その交差点の

先道が細くなりますけど直進し、約６０ｍほど行った左側が今回の申請地の番号８の●●

●●及び議案書では●●●●となっていますが、これは●●●●だろうかと思います。申

請地の農振法上の位置づけですが、農振農用地区域外の農地であり、市街化区域に近接す

る農地の区域で、周りは住宅で囲まれました小集団の生産性の低い農地であります。こち

らの許可申請に至った経緯でありますけど、横浜で家族４人アパート暮らしをしておりま

すが、手狭になってきたうえに、●●●●の土地を借りて戸建て住宅を建てるために今回

申請に至ったところであります。なお、譲渡人は譲受人の●●であります。また、番号９

につきましては申請地の南側に県道の延伸計画がありますので、整備された際には県道へ

の出入り通路として使用するために譲渡人から譲受けるものでございます。対象の土地は

きれいに耕されて畑の状態となっており、事前着工もなく、違反等もないと思われます。

また今後につきましては、もろもろの許可が下りれば、５月頃から着工をして行きたいと

考えておられようです。さらに住宅が建築されましても、周辺地域との営農に支障はない

ものと思われます。以上、許可要件は満たしていると思われますけれども事務局さんに補

足をお願いし、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。それでは事務局で補足説明お願いいたします。 

 

（事務局） 

 先に、議案の訂正を申し上げます。ただいま委員さんからご指摘がありましたとおり、

１２ページ番号９、黒浜字宿浦、こちらには●●●●と記載がありますけれども、●●●

●でございます。申し訳ありませんがこちらの訂正をお願いいたします。では補足説明を

いたします。番号８及び番号９については関連がありますので一括して説明をいたします。

これについては●●●●からお話がありましたとおりでございます。番号８及び番号９合

わせて転用筆数は●●、面積は●●●●でございます。農振法上の位置づけですが、農振

農用地区域外の農地でございます。白地の農地でございます。農地区分については第１種、

第３種のいずれにも該当しない、小集団の生産性の低い農地ですので第２種農地でござい

ます。申請概要につきまして、申請人は現在神奈川県の横浜市でアパート住まいをしてお

り子供の成長に伴いアパートが手狭であることから今回の申請に至ったところでございま

す。番号８の申請人のご関係は譲渡人の●●●●が譲受人●●●●でございます。番号９

のご関係については第三者同士のご関係であります。合わせて申請している理由について

は、番号８の筆については●●で使用貸借権を設定するものに対し、番号９の筆は第三者
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のご関係ですので売買をして所有権移転をするものでございます。資金計画については全

額金融機関からの融資で対応するものでございます。住宅ローンの審査も通っております。

汚水雑排水については汲取り槽を設置し、汲取り式処理として、雨水については敷地内浸

透処理でございます。開発の申請については今月２６日が許可日になると建築指導課から

回答を得ております。現地についても事前着工等の違反はありませんでした。以上補足説

明といたしまして、皆様ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。それでは議案第４号番号８それから番号９については、ただ

いま担当地区委員さんの説明、また事務局からの説明の通りでございます。ただいまの内

容につきまして、ご意見ご質問等ございますでしょうか。 

  

異議なし。 

 

（議 長） 

 質問が無いようでございますので採決をいたします。議案第４号の番号８それから番号

９につきまして承認することに賛成の方、挙手をお願い申し上げます。 

 

全員賛成 

 

はい、全員の方賛成でございます。議案第４号の番号８それから番号９につきましては承

認をいたします。 

 続きまして、１３ページの議案第５号農用地区域からの除外についてでございます。議

案第５号について事務局より朗読をよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） ― 議案第５号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございます。それでは議案５号の番号１につきまして担当委員さんの

方から説明をお願いいたします。 

 

（委員） 

 それでは引き続き●●の代わりに説明いたします。高虫の信号菖蒲方面右方向に約６０

０ｍほど行きますと廿浦酒店、現在はお店はやってないんですがその店があります。その

先の道路右方向へ入っていきますと、つき当たりのところが３００ｍほど入りますと●●

●●の住まいがございます。●●●●に賃貸借で貸すわけですが、その土地は現在建って

いる住宅の南側にある土地でございます。やはり、現地で確認してきましたらきれいにな

っておりまして違反等ございません。補足説明お願いします。以上です。 
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（議 長） 

 はい、ありがとうございました。事務局の方で補足がありましたらよろしくお願いしま

す。 

 

（事務局） 

 ●●●●です。よろしくお願いいたします。 

まず、事案１番●●●●、場所につきましては今●●●●に説明していただいた通りにな

ります。申し出者は現在、伊奈町のアパートに夫婦で生活しておりますが、部屋が手狭で

あり、今後家賃を払い続けるのも無駄と考え●●に相談したところ、●●●●に家を建て

てよいと言っていただいたために今回の計画になりました。申出地は●●●●のため、将

来の●●●●を考えると最適地と考え今回の申出に至りました。開発の要件につきまして

は市街化調整区域に２０年以上居住している申出者の●となっております。各課への稟議

の中で、特に指摘はございませんでした。現段階での農地利用として問題がないかどうか

審議をお願いいたします。以上です。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。議案第５号の番号１につきまして、ただいま担当地区委員さ

んの説明および事務局の補足説明の通りでございます。ただいまの説明の内容につきまし

て、ご意見ご質問等ございますか。 

 

異議なし 

 

（議 長） 

 はい、質問がないようでございますので、採決をいたします。議案第５号の１番につい

て承認することに賛成の方、挙手をお願い申し上げます。 

 

全員賛成 

 

（議 長） 

はい、全員の方賛成でございます。よって議案第５号の１番について承認をいたします。 

つづきまして、議案第５号の２番につきまして担当委員さんのほうから、説明をお願い申

し上げます。 

 

（委 員） 

 場所ですけども、旧１２２号線、閏戸の保育園ができまして、そこへ進入路として右側

に関口理髪店があります。その左側に幼稚園の進入路として道が大きく広がって新しくで

きました。その道を見沼用水路に向かいまして、１０００ｍぐらい行きますと、その土地。
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まっすぐ行きますと見沼用水の五右衛門橋っていう橋にぶつかるわけですけれども、その

手前１００ｍぐらいのところの土地かと思います。この土地につきましては、●●●●が

すでに亡くなっちゃっておりまして、この畑については、もちろん今ですので冬の草が小

さいのがある程度生えてます。おそらく、仮契約で●●●●ていうか●●●●はいないん

ですけれど、自宅も処分して誰も連絡のしようがないっていうような状況下でございます。

●●●●がやってるから問題はないと思います。農地につきましては、事前着工も何もや

っておりません。問題はないかと思います。ご審議いただきたいと思います。事務局のほ

うで何かありましたらよろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。事務局の方で補足がありましたらよろしくお願いしま

す。 

 

（事務局） 

事案２番、●●●●。場所につきましては●●●●からご説明いただいた通りになりま

す。申出者は現在、ふじみ野市の借家に住んでおります。子供も生まれ手狭になっ 

てきたため家を建てることを計画いたしました。子供の面倒を見てもらうことや将来の●

●●●を考え閏戸の実家近くの土地を探していたところ、●●に土地を紹介され、建築地

として最適と思い今回の申出に至りました。開発の要件につきましては、市街化調整区域

に２０年以上居住している申出者の親となっております。こちらも各課への稟議では、特

に指摘はございませんでした。現段階で農地利用として問題がないかどうか審議をお願い

いたします 

。 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。ただいま担当地区委員さん、また事務局の補足説明の

通りでございます。何かご意見ご質問等ございますでしょうか。 

 

 異議なし。 

 

（議 長） 

 はい、質問がないようでございますので採決をいたします。ただいまの議案第５号の２

番につきまして、承認をすることに賛成の方、挙手をお願い申し上げます。 

 

全員賛成 

 

（議 長） 

はい全員の方賛成でございます。議案第５号番号２につきましては、農業委員会の意見

といたしまして農業振興地域から除外することについて、農業委員会としては支障なしと
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いう意見を付けることにいたします。よろしくお願い申し上げます。 

つづきまして、議案第５号の３につきまして担当委員さんのほうから説明をお願い申し

上げます。 

 

（委 員） 

５号の３についてご説明いたします。所在地ですけど、蓮田駅から埼玉病院行きの路線

バスの線ですが、蓮田杉戸線です。元荒川の川島橋を渡り、埼玉病院入口手前、左側にか

んざわ商店がありますけど、その手前を右に入りまして１００ｍくらい入ったところが申

請の所在地でございます。現地を確認したところですが、畑なんですけど、樹木が伐採し

てありまして倒してあります。そのほか、樹木が何本か残っております。畑の境ですか、

そこに、隣との境に木が多少残っている状態でございます。事前着工とかそういう事はや

ってない畑でございます。以上です。それとですね、●●●●にお聞きしたんですけど、

仲介者に依頼してあるということです。仲介者の紹介で事業計画者、●●●●とのお話し

合いであるということをお聞きしました。以上です。 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。事務局の方から補足説明のほうからよろしくお願いし

ます。 

 

（事務局） 

事案３番で●●●●、場所につきましては●●●●からご説明いただいた通りとなりま

す。申出者については現在馬込の借家で家族３人で生活しております。部屋数もなく手狭

で駐車スペース等もないため不便さを感じておりました。今後の子供のことや生活のこと

を考え住宅を建てようと考え土地を探していたところ、今回希望にあった土地が見つかり

今回の申出に至りました。開発の要件につきましては、岩槻区の市街化調整区域に２０年

以上居住している●●●●となっております。各課への稟議の中では、特に指摘はござい

ませんでした。●●●●からお話がありましたように、木が生えたり、伐採した木が積ん

である状態ですので、そちらについてきれいしていただけるよう、指導しております。現

段階で農地利用として問題がないかどうかご審議のほうお願いいたします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第５号の番号３につきましても、先ほど採決とい

う言葉で私皆様方にお願いをしたわけでございますが、農業委員会の意見として農業振興

区域から除外することについて、農業委員会としては支障なしと意見をつけることに賛成

の方は挙手をお願いいたします。 

 

全員賛成 

 

（議 長） 
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はい、ありがとうございます。全員の方賛成でございます。よって、議案第５号の番号３

につきましても承認をいたします。 

 つづきまして、議案第５号の番号４番につきまして、担当委員さんのほうから説明をよ

ろしくお願いいたします。 

 

（委 員） 

 ３番と同じような経路なんですけれど、所在地は蓮田駅から東埼玉病院への路線バス、

蓮田杉戸線、元荒川の川島橋を渡り、東埼玉病院入口手前を左にかんざわ商店側に、右の

ほうに約３００ｍ行きますと、ながさき園がございます。その前を３０ｍぐらい入った右

側の畑が申請地であります。この土地につきまして、農業委員会の事務局の指導をいただ

き、議案第３号の３の議題をいただいたところでしたっていうことで、●●●●は言って

ました。申請地につきましてはよく耕うんされておりました。事務局の補足説明をよろし

くお願いします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。事務局のほうで補足説明ありましたらよろしくお願い

します。 

  

 

（事務局） 

事案４番、●●●●。場所につきましては、先ほどの●●●●の申出地の近くとなります。

申出者は現在、御前橋のアパートに夫婦で生活しております。将来家族が増えることを考

え、どうしても手狭なため住宅の建築を計画しました。土地を探していたところ●●●●

所有の土地の一部を貸していただけることとなり今回の申出に至りました。開発の要件に

つきましては、市街化調整区域に２０年以上居住している●●●●となっております。各

課への稟議の中では、特に指摘はございませんでした。現段階で農地利用として問題がな

いかご審議のほどをお願いいたします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第５号の番号４につきましては担当委員さん、ま

た事務局の補足説明の通りでございます。ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 

異議なし。 

 

（議 長） 

異議なしのお言葉いただきましたので、採決をいたします。議案第５号の番号４につき

まして、賛成の方挙手をお願い申し上げます。 
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全員賛成 

 

（議 長） 

はい、全員の方賛成でございます。よって議案第５号の番号４につきましても、農業委

員会の意見として農業振興地域から除外することについて農業委員会としては支障なしと

つけさせていただきます。 

 つづきまして、議案第５号の番号５につきまして、担当委員さんのほうから説明のほう、

お願いを申し上げます。はい、よろしくお願いします。 

 

（委 員） 

 お手元に補足説明資料がございまして、その中の議案番号の５と書いてあるページを開

いてください。議案番号５案内図でございます。この土地の所在ですが、黒浜の伊豆島地

内にございまして、さいたま市岩槻区の北部工業団地のすぐ近くにございます。土地は●

●でございまして、すべて水田として利用されております。先日、土地所有者の●●●●

にお話しを伺いました。●●●●があります●●●●からこの土地●●の農地を一体的に

借りて使いたいとの話があったので、これを承諾し代理人を通して、本件除外の申し出の

手続きを行ったということでございます。●●●●は大阪、京都という関西方面などでの、

●●●●であり●●●●にございます。●●●●を建設しまして、従業員用の駐車場とし

て利用したいとのことです。この●●なんですが近くにさいたま市の開発行為の標識が立

っておりまして、それによりますと●●●●とういことで建設予定地が●●●●、建築面

積が●●●●、●●●●、●●●●の建築物ということになりまして、工期は今年の４月

１日から来年の５月３１日まででございまして設計施工は●●●●になっていました。現

在の農地の現況は水田として有効に管理されておりまして、事前着工等はございません。

以上ですが、補足事項等ありましたら、●●●●にお願いします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局のほうで補足説明のほう、よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

事案５番、●●●●。場所につきましては、●●●●から報告いただいた通りでござい

ます。申出者は現在、埼玉県を中心に国内外で運送業を営んでおります。このたび事業拡

大に伴う物流倉庫の新設を予定しており、また、現在稼働中の倉庫においても従業員駐車

場が課題となっていたところでもあり、駐車場の確保が急務となっておりました。土地を

検討した結果、道路を挟んで隣接地である当該地が利便性もよく管理上申し分ないことか

ら土地所有者に交渉したところ快諾を得られたので今回の申出に至りました。補足説明資

料のほうをご覧いただきまして、公図を１枚めくっていただきますと、配置図を添付して

おります。駐車場の内訳としましては、従業員用●●（内訳としまして、既存倉庫の従業

員用●●、新設倉庫の従業員●●）、そのほか中型トラック●●、大型トラック●●となっ
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ております。その次のページに新設の倉庫ですとか、既存の倉庫の位置関係図を添付して

おります。今回申し出地の道路を挟んだ反対側が新設倉庫の予定地となっております。今

回各課への稟議の中で、特に指摘はございませんでした。現段階で農地利用として問題が

ないかどうか審議のほうお願いいたします。 

 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第５号の５番につきまして、ただいま担当委員さ

ん、また事務局の説明の通りでございます。何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。

よろしいですか。 

 

（議 長） 

 はい、それでは質問がないようでございますので、議案第５号の５番につきまして、支

障なしと意見をつけることに賛成の方、挙手をお願い申し上げます。 

 

全員賛成 

 

（議 長） 

はい、ありがとうございました。議案第５号の番号５については、農業委員会の意見と

して、農業振興地域から除外することについて、農業委員会としては支障なしとつけさせ

ていただきます。５番につきましては承認をいたします。 

 つづきまして、議案第６番につきまして、担当委員さんのほうから説明をお願いいたし

ます。はい、よろしくお願いします。 

 

（委 員） 

補足説明の議案番号の７を見ていただきたいと思います。土地の所在地でけど、やはり

蓮田駅から東埼玉病院行きのバス路線で蓮田杉戸線ですけれども、元荒川にかかる川島橋

をわたり、進みますと黒浜南小学校があります。そのＴ字路の信号を右に約３００ｍ進み

ますと、左側に黒浜幼稚園があります。そのＴ字路を右に約３００ｍ進みますと、東岩槻

方面に行く十字路があります。その十字路を右に約５０ｍ行き、左に入った土地が申請地

でございます。現地の状況ですが、●●●●ですか、その方は亡くなっております。それ

で今、載ってないんですけれど、●●●●ていう方が世帯主になっております。土地なん

ですけど、●●●●が住んでる土地が●●、それに続いてる土地でございます。今その畑

には樹木が数本ある状態です。この樹木ですが、来月あたり業者に依頼してありますので、

入って片づけるということを言っていました。補足説明のほうに出てくるんですけれども、

相続について●●●●は死去しており、●●が継いでいるということでした。事業計画者、

●●●●は●●●●ということでございます。●●は不在でしたんですけど、相続につい

ては●●と●●で相談して、司法書士さんにお願いしていると聞きました。補足説明の一
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番前のページを開いていただきますと、ここに蓮田市●●●●ということで、相続手続き

中ということを書かれていますので、その辺も補足説明ということでよろしくお願いいた

します。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。事務局のほうで補足説明ございましたらよろしくお願

いいたします。  

 

（事務局） 

最後の●●●●、になります。場所については●●●●にご説明いただいた通りでござ

います。相続が終わったということで連絡をいただきまして、今●●●●の土地となって

おります。申出者は現在、千葉県船橋市の●が勤務していた会社の社宅に住んでおります

が、昨年●が亡くなってしまったため社宅を出なければならなくなりました。そこで相続

をした実家近くの土地に家を建てる計画をし、今回の申出に至りました。建築指導課に相

談は上がっていないそうですが、開発の要件については資料を見る限り問題ないとのこと

です。各課への稟議の中では、特に指摘はございませんでした。先ほど、●●●●からお

話がありましたように、現在庭木が植えてある状況ですので、こちらのほうの撤去を指導

しております。現段階で農地利用として問題がないかどうかご審議のほうお願いしたいと

思います。 

 

（議 長） 

ただいまの議案５号の番号６につきまして、担当委員さん、また事務局のほうからの説

明の通りでございます。ご意見、ご質問等ございますか。 

 

（委 員） 

 質問じゃないんですけど、事案こちらのやつは７番なんですけど、番号はこれ７でよろ

しいでしょうか。６でなく。５番の次ですね。１４ペ－ジの今の。この●●●●が説明し

たのは事案７なってますよね。事案番号が。 

 

 

（事務局） 

 補足説明資料の資料１、除外申出一覧には番号７とあるんですけれども、こちらの方は、

除外のほうで受付をして発番をとっております。議案の方はあくまで、議案そのままで番

号を付与するだけなので、この番号とこちら議案の番号対応していないので、６番でいい

と思います。 

 

（委 員） 

 はい、わかりました。 
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（議 長） 

 はい、ありがとうございました。他にありますか。よろしいですか。それでは議案第５

号の６番については、農業委員会の意見として農業振興地域から除外することについて、

農業委員会として支障なしと意見をつけることに賛成の方挙手をお願いいたします。 

 

全員賛成 

 

（議 長） 

はい、全員の方賛成でございます。よって議案第５号の６番について、承認をすること

にいたします。 

 続きまして、１５ページの議案第６号、生産緑地法第１０条の規定に基づいて買取りの

申し出をする生産緑地に係る農業の主たる従事者等の確認についてでございます。議案第

６号について事務局の方の朗読をお願いいたします。 

 

（事務局） ― 議案第６号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは、議案６号の番号１番について、担当地区委

員かたから説明をお願い申し上げます。 

 

（委 員） 

 議案第６号番号１、生産緑地法第１０条の規定に基づいて買取りの申し出をする生産緑

地に係る農業の主たる従事者等の確認についてでございます。所在地は●●●●、●●●

●、●●、面積が●●●●です。これは●●が亡くなったことによって農業の継続が不可

能ということで、主たる従事者であったか否かの確認でございます。この場所は蓮田駅か

ら北に直線で４５０ｍほどに位置します。現地は蓮田駅西口から西口通り線を閏戸方面に

進み、最初の交差点を右折し、突き当りますと旧１２２号と交差します。それを左折し、

さらに閏戸方面に約４００ｍほど進みますと、右側に消防団の第２分団詰所がございます。

この角の手前の道を右折し、中央保育園方面に１７０ｍ進んだ右側が所在地となります。

この生産緑地を従事していた●●●●は●●●●。この●●である、現在●●●●が、名

前が●●●●でございますが、農業を本業として従事することが困難なことから、今回の

買い取り申し出をしております。また、現地状況を確認したところ●●●●が主に行って

いましたが、体調を崩して、この場所は梨畑をしてましたが、伐採した後、●●●●と●

●●●が農地を耕作して、現在もきれいに手入れがされています。主に従事していたとこ

ろの現地の北側の地権者の方と、西側の地権者の方に確認をしたところ、●●●●が主に

行っていたことが確認できましたので、報告させていただきます。以上です。補足があり

ましたら、事務局よりお願いいたします。 
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（議 長） 

 ありがとうございました。それでは、事務局より補足をお願いいたします。 

 

（事務局） 

 議案第６号の補足説明をいたします。補足説明資料の一番最後農地基本台帳のほうをご

覧ください。農地基本台帳の方には●●●●の方のところ、記載がございませんが、３，

４年前に体調を崩されて、農業に従事できていないっていう状態であったために、従事日

数の記載がございませんが、今●●●●の聞き取り調査と、代理人さんのお話からは去年

までは農業の方に従事されていたということですので、従事者等の証明に関しては問題が

ないかと思われます。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第６号の１番につきましては、地区担当委員さん

の説明および事務局の補足説明の通りでございます。ただいまの内容につきまして、ご意

見ご質問等ございますか。 

 

 異議なし 

 

（議 長） 

 質問がないようでございますので、採決をいたします。議案第６号の番号１について、

承認をすることに賛成の方、挙手をお願いいたします。 

 

全員賛成 

 

（議 長） 

はい、全員の方賛成でございます。よって、議案第６号の番号１について承認をいたし

ます。 

 つづきまして、１６ページ、議案第７号特定農地貸付の承認についてでございます。議

案第７号について事務局の朗読をお願いを申し上げます。 

 

（事務局） ― 議案第７号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは、議案 7 号の番号１番について、担当地区委

員かたから説明をお願い申し上げます。 

 

（委 員） 
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 補足説明資料のですね、議案第７号①現地案内図を見ていただきたいと思います。土地

の所在ですが県道蓮田杉戸線が元荒川にかかります川島橋から近い、蓮田市民農園、川島

地区ふれあい農園に隣接する農地でございます。現在のふれあい農園の区画数は３９区画

とのことでございます。ふれあい農園を拡張するために、昨年の１２月１７日から今年の

３月２８日までを工期としまして、農政課管轄の拡張工事が施工されております。先日、

２３日に現地を確認しましたところ、拡張工事はおおむね終了したようであり、区画ごと

にロープが張られ、３１番から５４番までの立札が設置され、２４区画が新たに整備され

ていました。貸付者の一人、●●●●が相続人の代表となっているのは●●●●がお亡く

なりになり、複数の相続人を代表して役所、税務署、金融機関等の連絡の窓口になってい

るものと思われます。補足事項等ありましたら、事務局にお願いします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございます。事務局のほうで補足説明ありましたら、よろしくお願い

いたします。 

 

（事務局） 

 議案第７号について、補足説明いたします。特定農地貸付けの承認ということですが、

付属の説明資料をご覧ください。蓮田市特定農地貸付規程ということで添付させていただ

いておりますが、こちらの方は蓮田市農政課の方で、こういった内容で貸付の内容を行い

たいというような承認をお願いしたい、ということの内容でございます。この内容に合っ

ていれば承認の方をお願いしたいということになります。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。ただいま議案第７号の番号１につきましては、担当委員さん、

また事務局の補足の説明の通りでございます。ただいまの内容につきまして、ご意見ご質

問等ございますか。よろしいですか。 

 

はい。 

  

（議 長） 

質問がないようでございますので、採決をいたします。議案第７号の番号１については承

認することに賛成の方挙手をお願い申し上げます。 

 

全員賛成 

 

（議 長） 

はい、全員の方賛成でございます。よって議案第７号番号１についても承認をすること
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にいたします。 

 つづきまして、報告事項に入ります。報告１から報告４について事務局より朗読と説明

をお願い申し上げます。 

 

（事務局） ― 報告１～４朗読 ― 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。以上朗読いたしました、報告１から報告４について質

問がありましたら、挙手をお願いいたします。よろしいですか。特に質問がないようでご

ざいますので、報告事項を終わらせていただきます。 

 以上で本日の議案の審議、ならびに報告事項はすべて終了をいたしました。その際、そ

の他の件につきまして、委員の皆様方から発言がありましたら、挙手をお願いいたします。

よろしいですか。委員の皆様方には、慎重なる審査審議をご協力いただきまして、誠にあ

りがとうございました。 


